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0.漢字各字のプロファイリングを試みること

漢字が日本に釆てから千数百年､初めは中国語の文書を日本語で受け入れる活動の中に専らあった漢字

が､次第に､日本人の日本語活動の中にあるようになり､今は専らそのようにあるO漢字は一字一字働き

が違うからー各字の働きを記すべく漢字の辞典が作られてきた｡それらの字典では､｢音｣｢訓jの名におい

て､漢字の日本語としての発音と､その字に託される日本語の単語がどのようにあるかがガイ ドされるほ

か､｢熟語｣と言って､その字を含む2字､3字､4字などの単語に関する情報がガイ ドされる｡

この稿の筆者も､数年前小さな漢字辞典を一つ作った (三省堂 『例解小学漢字辞典』)｡その改訂版が

近く出るが､改訂作業の中で時々､上記2面のガイドをするほかに､この字は日本語の語嚢を支えるため

にこんな働きをしているということを､言わば人の甲斐甲斐しく働く姿をスケッチでもするようにー短く

描いてみたい気持ちになり､例えば次のように､文字の物語を記してみた｡

像 孟?芸 濃 三荒 誤 讐 ｣孟三言三三芸㌫芸芸諾 篭 妄芸三三三誓 害警霊芸芝孟

なりやすいが上つき要素にはなりにくい文字であるようだO下についての働きはどんなか｡r仏像日西

郷さんの銅像日自由の女神像lなど､たいていの｢像｣は､はっきりした形があって､目にも見え､手で

さわって確かめることもできる｡それが現代では､r映像jのように､物の表面に映し出されるだけで､

さわることのできない像もできた｡その像がテレビ画面ではいつも動いているOまた､｢未来像Jr理想

像日理想の父親像｣のように､頭の中に描かれるだけで､具体的な形にしにくい像もあるo

鐘 鈴 雷芸芸賢 二歪iZ諾 警 芸芸呈霊宝ft=.,書 芸;J,芸雪三㌢ 三言警…嘉警 ?警芸三軍

どちらの鐘も､英語でいえば ｢ベル｣だ｡ベルと言えば､鈴も ｢ベル｣で､同じ仲間になる｡しかしー

日本の ｢鈴｣は､手で振って ｢リンリン｣とか ｢チリンチリン｣とか鳴らすものD私たちがふつうにい

う ｢ベル｣は ｢電鈴｣で指で押して鳴らすものだ｡音は ｢リーン｣と長く聞こえるが､実際には ｢リン

リンリンリン｣と小刻みに鳴る音が続いているのだ｡ ｢ベル｣ということばは､押して鳴らす ｢ベル｣

のほかに ｢鐘｣と ｢鈴｣とに重なるが､日本語だけでいえば､ ｢鐘｣と ｢鈴｣とは全く別のものだ｡

これは漢字のプロフィールを作ることだから､これを漢字の ｢プロファイリング｣と言ってみようO

漢字のプロファイリングを日本語教育の方法として使うことができると思うので､ここに提案する｡教

授者が作って指導の着眼点とすることもできるが､それよりもむしろ､学習者ひとりひとりが､それぞれ

の理解度において作り､比べ合ったりしながら､プロブイ-ル帳を増やしていくのは､楽しい作業ではな

いか思うu

プロフイ-ル作りの基礎資料とするため､なるべく多くの語例から､漢字の造語性を類型として捉える

作業をしておく必要がある｡筆者がこれまでに漢字語嚢を観察してきた経験から､以下に､いくつかの話

題を提供する｡

1⑳現代を映し出す字

このごろ特にいくつかの漢字が､1字で接尾語の働きをしていろいろな言葉に付き､それがまるで流行

語のように､耳にも目にも立ち始めるのを経験する｡筆者がそれを最初に感じたのは ｢化｣という字につ

いてであった｡そんな言葉を並べてみるO

◎化 核家族化 情報化 高齢化 温暖化 空洞化 ド一･ナツ化 液状化 少子化

｢核家族化｣は戦後早くから言われたが､その頃はまだ､こうもJ)う言語現象が気にならなかった｡おやと

思い出したのはr情報化｣からであるoコンピュータからこれが始まり憾報化社会｣という言葉で流行した0
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｢高齢化jは一人の人が｢老齢化jして｢老化｣することではなく､日本社会の人口分布が高齢に偏って行く現

象で､これも｢高齢化社会Jの問題である,r温暖化｣はオゾン層破壊による地球温暖化の恐れ｡r空洞化j扱､

社会の生産力の基と患われていたような部分が気づかぬうちに空洞になっていたという危機意識｡=ミ-

ナツ化｣は都市人rJの周辺への偏りだから,静心部の空洞化を意味するe｢療状化j披地案によって地盤が

液状になり家屋施設の倒壊をもたらす恐怖or少子化j披｢高齢化j社会の支えになるべき部分を一層弱くす

る､これも恐怖現象｡こうして見るとーこれらのト化jは､いずれも､気づいてみたら恐ろしいことに化

していたという危横感を込めた言葉であるo

◎死 安楽死 窒息死 感電死 転落死 軍政死 中毒死 ショック死 自然死 過労死 突然死

虐待死

普通の死に方を唱埜死｣と言うようになったとは､いかに自然でない死に方が目立ってきたかを思わせ

るO森鴎外が 軒高讃舟Bでユータナジ肘の訳語として安楽死を紹介したのが大正5年､そこをこぼ､心中を

いう江戸時代の言葉F相対死(あいたいLHが紹介されているり江戸時代既に2字語以外のト死jがあった

のに繁くが､今のように次々と､不自然なr突然死jや髄室労死jが人々を驚かせるのほ､何としても頚代的

喪家であるOつい最近｢虐待死jに技したO そうとしか言itibよう群怨もう死に方をさせる若い親の事例が続p的

て､ついをここの語を鬼た6

◎系 文科系 理科系 利親川貯水系 塩素系漂白剤 炭酸系清涼飲料水 体育会系 お笑い系

ピジュア施薬 癒し轟音菓 出会い系サイ 夢- ジヤニー--ズ系 渡来系弥生太

こういう ｢系｣毒こ抜､系統の線引きが捜っきりできて農体的各こ｢系j砕範囲が指定できるものと､何と

なく素読畦捜感じられるが､所詮､主観的 ｡気分的で､範囲の指定などできず､言う本人に,指定するつ

もりのないものと､2種類あるoF炭酸系清涼飲料水jまでは線引きのできるもの､｢体育会系j以下は気分

的なものと甑られるが､あるむう級､筆者の認識不足で､その世界のAに紘範囲が絶つきり見えて♭為るもgTj

もあるかも知れないor渡釆系弥生AH息極く最近知った言葉.日本列島の高い住太を｢在来系jとr渡来系j

とに分けて考えるための言葉だが､そうあっ,蔓り分けて論ずるのは危険だとする学者の文葦でこれを知っ

た､,これは敏徴的だ-L_)たいこういう .1何とか糸巾が､どうも怪しく危ない言い方だと感じていた嘗貴､こ

の指摘で齢に落ちた｡(系jの乱用で人心をもてあそぶのはよくならもことだとO

◎族 斜陽族 社用族 太陽族 ながら簾 剰軽族 暴走族 窓際族 お宅族

これは戦後日本の風俗史をあとづけるもので､全く解説を要しない｡ ｢系｣が思考法に属して危険性を

はらむのとは違って､走馬灯の各シ-ンに括くべく恰好の題材を捉えた言葦になっている｡

◎剤 漂白剤 起爆剤 鎮静剤 覚軽剤 保冷 剤 血圧降下剤 筋肉増強剤 筋弛穫剤 精神安定剤

入れ歯安定剤

卜一服の清涼剤jという言い方は昔から聞いていた｡これは､表現が比噛化されているためか､少しも薬

品くささを感じさせないが､このごろ限りなく出来て釆るr何々剤jは､何とも薬品くさい､いや､｢薬物｣

くさいO覚醒剤をヒロポンで聞いたころは､それが麻薬だとも感じていなかったが､今は麻薬としてのみ

聞く｡筋肉増強剤は専らドーピングと結び付くし､筋弛緩剤は殺人の道真として初めて耳にした｡精神安

定剤も犯罪との絡みで聞くことが多い｡私たちが ｢何々剤｣をこういう流れで目や耳にしがちなのは､薬

剤が恵いためではない､人間社会が恵いためであるO

◎症 神経症 敗血症 感染症 高所恐怖症 骨粗繋症 薬物依存症 アルコ-ル依存症 花粉症

杉花粉過敏症 筋萎縮症 熱中症

現在､私たちが病気の名前を耳にするとき､｢何々病Jと聞くよりは､r何々症｣と聞くことの方が遥かに

多いO｢心痛病｣だの｢胃病jだのと言っても､広く､心臓の病気 や胃の病気と理解されるだけで､病名とは

聞かれない｡r何々症jなら間違いなく病名だと患うO肝硬変､心筋梗塞､心不全､胃癌のように病も症も

付かない病名､操車病､ハンセン病のように病で呼ぶ病名､それに症で呼ばれるもの､医学の世界でどう

区別しているのかは知らないが､こう3種類ある現在､筆者には症のものがいちばん現代の病気らしく感

じられる｡そこに何かの問題が潜んでいるのかどうか､まだ掴めないが､一つの現代的現象ではある｡｢

うそつき｣といえば普通の人のことだが､r虚言症｣といえば歴とした病名､何か関係があるか､さて｡

以上､化 ｡死 ,系 ｡族 ･剤 ･症､現代の世相を映して働く字の代表として観察したO

次に､もう少し違うやり方で､やはり現代を映している接尾語性の字を見よう｡

◎力 行動力 発言力 指導力 統率力 組織力 構想力 包容力 感化力

政治力 軍事力 資金力 推進力 抑止力
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破壊力 恢復力 復原力 自然治癒力 親和力性牧草船で､ゲーテが傾鴫名にも恥たこと劉

1行目丁行動力j以下は個人の能力を要素に分析するときに用いられるような言葉02行目｢政治力｣以下

は､国とか企業とかいうような､集団 ･団体 ･組織体が備えるべき､要素能力の名前｡3行目r破壊力j以

下はー一般現象の中に潜む大宇宙の力学原理を表わすような言葉Oこれらはr何々力lのほんの一部に過ぎ

ない.,組織立てて考えて行けば､いろんな方面に分けられる沢山の何々力を見出すことになるだろうOも

のを分析的に見て構成要素を探し出すのは近代科学が得意とするやり方で､各方面に､ものを動かす素因

としての ｢力｣を発見したのも､その働きの結実だった｡｢何々力jを沢山見るようになったのは､そのま

た言語的結実であるo

◎源 情報源 資金源 供給源 栄養源 活力源 エネルギ-源 感染源

源流を求める活動は､要素を探す活動と必ず並行する｡突き止められた何々渡が悪いものなら孤立化さ

せ､断つようにし､良いものなら確保し補給し､移動ル- トを滑らかにする努力をする｡

◎層 種岩層 砂岩層 泥岩層

保守支持層 革新支持層 無覚派層 政治的無関心層

地質学が地層を見つけ出し､地学 ･地球物理学 ･古生物学などと手を組んできた結果､地球の歴史 ｡生

物の歴史 寸人類の歴史がだんだん分かって来たO自然存在物の中にある ｢層｣を見つけることから､いろ

いろなことが分かり出して来るO人間社会の層には､見えやすい層と見えにくい層とがある｡見えにくい

層をうまく見つけ出していくのが社会学の大事な仕事と思われる｡

力 ･源 -層､とりあえず3文字が科学的分析に働く姿を見た｡ろれらは､現代を ｢映し出す｣というよ

りも ｢作り出す｣働きをしているoこういう働きをもつ接尾語性漢字は､それこそ､まだ他に沢山ある｡

とりあえず､その一端を見たのみ0

28単奮1碧で癖 る字

｢訟｣という字の意味は r訴｣と全く同じで､訓を与えるなら ｢うったえる｣しかない｡しかし､それ

を与えると ｢訴える｣と書き分けるのが､難しいどころか不可能になるから､常用漢字表にその訓は無い｡

それなら､この字を同義に入れる必要が無かったではないかo所が､そうは行かないb｢訴訟｣という単

語が現代生活に絶対必要だからOこれと全く同じかそれに似た事情で､1語の存在の必要のために訓無し

で常用漢字表に座を占めている字が､他にいくつもある｡

㊨ [単語の前字で] 逮捕のr逮l 搭乗の｢搭j 拷問の｢拷j 賠償の｢賠｣ 酪農の｢酪｣ 雰囲気の r雰j

㊨ [単語の後字で] 更迭のr迭｣ 洗濯の｢濯｣妊娠のr娠｣ 脂肪のr肪j 横城の｢械j 誘拐のr拐j

福祉の｢祉j 訴訟のr訟1

ぎっと見たところ､このくらいである｡常用漢字表には語例が3語ずつ挙げてあるが､3語見つからな

い場合は2語､または1語になっているO上に並べた文字では､大部分が語例1語にとどまる02語のも

のが2字で､｢搭Jに｢搭乗日搭載｣､｢拐jに｢拐帯日誘拐工 それだけだ｡｢搭載｣は軍艦に大砲を搭載する場

合だけ｡｢拐帯jは法律家しか使わない｡どちらも国民の日常生活には関係の無い言葉だから､これらを無

視すれば､ここに並んだ ｢逮捕｣から ｢訴訟｣まで14個の言葉は､それら1語だけの存在価値によって､

､常用漢字蓑に14文字の存在権を十分主張し得る言葉なのだと知るO横横の｢械｣などはr横械Jを日常余

りに見慣れているために､ほかの言葉に使われていないとは､殆ど信じられないほどである｡

一般に､大事な漢字はどういう字だと考えられるか.多分､独立1字1語の用法もあり､造語要素とし

て前字にも後学にもなって沢山の単語を作る字が機能性の高い字と考えられ､国語教育や日本語教育で､

それらが先ず大事にされるだろう｡それは勿論それでよい(,筆者も､そういう字から基本漢字が遠ばれる

と思うが､それとは別に､音でも訓でも独立用法を持たず､造語がたった1語しかないという字の中にも､

こんな形で存在を頑張る字があり､これには一目置く必要があるということは､認めておかなくてはなら

ない>

3ふ申義型藻草の2種類

漢字を意味の面から単義型と複義型とをこ分けて､それぞれに､或る姿を昧めてみるo単義型を単純単義

型と単訓応用義型とに分ける｡
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3｡1 単純単義型の字

◎増 [2字ともふえる意味〕増加 増大 増進 増長 増殖 加増

[何かがふえる ･何かをふやす]増員 増益 増収 増産 増水 増税 増便 増額 増幅 増量

[どんなにふえる]急増 激増 倍増 漸増 逓増 自然増

[(ふえる)と反対と]増減

相手の字が何であろうとも､自分の意味は常に一定で､Fふえる日ふやすjrます日くわわる日大き(なる｣

の域を出ない｡

◎新 [2字と屯轟たらしい意味Ij新鮮 新穀 清新 東新 革新 改新

[あたらしい何か]新車 新蔑 新鹿 新型 新居 新年 薪観 新京埴 新機軸 新社屋

[あたらしくどう]新婚 新案 新調 新設 新刊 新築 新興 新入健 員)刷新 一新

[ど.kJなにあたらしい]最新 斬新 維新

日あたらしもriと反対と]新旧 新古 新陳仔琶謝〉

これも､相手の字の如何にかかわらず､自分の意味は､常にrあたらし刷 rあらたに日あたらしくするjな

どの中にあ-.)て動かない‥

◎濃 漬け物 塩まけ 味噌痩け 聴感柑 野沢菜漬け 沢庵漬け 浅漬け ---夜感け 奈良轟け

漬け物の名前を挙げたらきりがなifもt,日本は責け物の国である｡憾 jという字は､訓 トつけるjの音無LJ

字で常用凍字義をこ納まっている,J文字通り漬け物のた翻こある､楽しもう字である｡

◎凶 吉と出るか凶と出るか 凶悪 凶器 凶行 凶作 凶兆 凶刃 幽弾 吉凶 元凶 米国

｢軌 の芋のある所､Tわる刷 の意味でしかあり得な軌 実をこ徹底した字であるO余りをこも明らか恋ので､

鶴 る刷だの｢あLjだのの訓さえ付かなかったG見た瞬間に悪いgI5だ群夜対Qj意喋の訂吉jg_)秀抜｢不jを付

けてr不吉jといえば憩い意味になってしまうが､凶の蕃闘ま｢不蔓も相かないから意味の反転も起己ちなむBo

何としても憩いのが｢凶jである｡

3｡2 単調応用義型の亨

｢平｣という芋に､訓がTたいら]と｢ひらjと二つ与えられているが､｢抄らjも意味提rたいらjだから､こ

こでは博訓.ほ 扱うO｢満jのTみちるjrみたす工 ｢高lのrたか弼 rたかめるjrたかまるjも､車訓とする｡

｢応用義は いうのは､博 ｣でいえば､具体物の表面がrたいら｣なのと昌平和｣だのF平等｣だのという抽象

的意味でも1う｢たいら｣と､意味が違うと言えば違うが､その違い扱､理解力という力が容易にidentifyし

て通過できる程度のものOこういうのを仮に ｢単訓応用義｣と言うことにするO以下､解説するまでもな

いので､単に語例を並べておくD

◎平 たいら 物の表面が平ら 平面 平野 平原 平地 平板 平滑 平身低頭 水平

量が等しく平ら 平均 率衡 平等 公平 不公平

変りがなく平ら 平常 平生 平時 平日 平素 平熱 平服 平凡 平易

心が騒がず平ら 平安 平穏 平気 平静 平然 平和 泰平 太平 和平 不平

◎満 みちる 満ちる勢い 病員 満月 満載 満水 満潮 満腹 満々 充満 豊満 寺満

満ちた全体 満開 満場 満座 満室 満天 満点 満面 円満 未満

満ちて終る 満了 満期 満願

満ち足りる 満足 満悦 満喫 不満

◎高 たかい 見てわかる高さ 高山 高層 高所 高楼 高座 高台 高潮

数で計れる高さ 高温 高価 高額 高速 高度 高齢 高利 高価 高気圧 物価高

心に感じる高さ 高貴 高雅 高潔 高尚 高遠 崇高

高く なる/する 高騰 高揚

自分が高くなる 高慢 高言 高圧的 高姿勢 高飛車 居丈高 声高

相手を高くする ご高見 ご高説 ご高評 ご高名 ご高覧

rご高見j以下の例は､ぼ｣を除けば｢心に感じる高さ｣の例｡ば jで相手の人への敬語となるO

ー12-



4.複義型の草

子 かわく･かわかす 干潟(ひ赦) 物干し橘の臥｡順軍紬r物干場ぷゥかんば｣ということ紬あった.)

さわる 干渉

欄干の千 欄干

十干の千 十千 干支はと)

弁 もの言う辞 弁が立つ 一席弁じる 弁舌 弁論 弁護 弁解 答弁 雄弁 訴弁 論弁 関西弁

処理する所 用を弁じる 弁償 弁当 支弁 眉弁 合弁会社

ひらひら非 弁をひねる 花弁 合弁花 離弁花 安全弁 調節弁 切り替え弁

支 分かれ出る ･分けて出す 支流 支店 支社 支出 支給 収支

つつかい棒一一ささえる棒 支柱 支持 支援

一邪魔する棒 支障 城を支える (寄せ手に抗する)

十二支の支 十二支 干支ほと)

｢弁｣は､国語政策で3字を合併した結果､こうなったもの｡

5.グループ蝦寮に適する字群

蝶 ひらひらと花間を舞う 羽を縦に合わせる 蝶よ花よ ｡蝶蝶夫人 マダムバタフライ

蛾 ばたばた飛んで火に入る 羽を横に広げる ｢蛾眉｣は美人の眉 mothがモスラに変身

鐘と鈴 最初のプロブイ-ル例参照｡どちらもベルo

亜鈴 du皿b-bellの訳語｡初めは｢唖鈴Jと書いたO定時に鐘を振り歩く役目の人が腕力を鍛えるための

道具として出来た柄付きの鉄丸が ｢音のしない鈴-唖鈴jであった｡鉄アレ-O

幕 莫(バク･マク=薄い広がり)+巾(=ぬの)-布製の垂れ幕

膜 莫(同上)+月はこくづき)-臓器を覆う薄膜

舟 小さい舟｡帆かけ舟｡渡し舟｡櫓や格でこぐ舟O絵になるが現代性に乏しいo漢語ではr和船j｡
船 大きい舟O現代の船の代表字で造語力大O船体 船員 漁船 客船o遊覧船 飛行船 宇宙船

舶 立派な船をいうが独立用法なしO｢船舶日舶来j以外に造語なし｡舶来もあまり言わなくなった｡

艇 小型の船O速い船｡競艇 魚雷艇 上陸用舟艇 昔r潜航艇日潜水艇｣今｢潜水艦J｡

艦 いくさ船｡軍艦 戦闘艦 卜戦艦) 航空母艦卜空母) 原子力潜水艦巨原潜) イージス艦 満艦飾

航 航海から航空へ｡

6.面白い国字

峠 とうげ 鞍 こはぜ 掩 かみLも ノトjlかせ ｡かせぎ

辻 つじ と すべる 込 こむ

風 こがらし 凪 なぎ 威 おろし

樵 もみじ 榊 さかき 柾 まき (柾目)

鋲 ピョウ 磨 まろ 朕 しつけ 働 はたらくサドゥ

7I漢文訓読が魚をとりもつ字 :再読文字

釆

来

然

知

将

未

当

須

す

し

と

し

べ

ん

ず

べ

す

せ

せ

す

…

‥
く

に

だ

に

,Ir

将

未

当

須

将

未

当

須

将然形

未然(未然に防ぐ) 未然形

当為

必須
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8｡意味はよく似ているのに使われ方がまるで違う2字

明と昭 どちらもrあかるい日あきちか｣で､名乗りはrあきらJrあき子上 成語性が全く違うく,

明の造語 [前字]明暗 名月 明快 明記 明朗 明言 明敏 明瞭 明確 明察 明噺 明滅 明白

明々白々 明星

[後字]証明 照明 透明 鮮明 判明 表明 言明 平明 弁明 説明 釈明 轟L明 幽明

自明 不明 文明 光明 灯明

[元号]明治 明磨 明和 明応 文明 天明

[人名]明あきち明子あき.=あきち恥こ男子の2字名前､明夫 ･明彦 ･義明 -高明など､いくらでもC
耐JlJ1,生_主垂 トー如実室lナTi._■■tZIJ′･｢二.こ■Ill l_ r:JLヽ.LIL-J_Irヽ■･し′L'

L元号]昭和

[人名]昭あ郎 碍子あきこ男子の2芋名前､昭一 ℡暗二 七昭二 空昭彦など.昭和に基づくrJ

98用字管領が変らずに残っている字

極 この字の音訓表の訓は｢きわめるjrきぬまるHきぬ刺 としかし_T懐 碕るほ 意喋が少邑【凍 遠わな的

rきめるjが､以下の語で頑強に残っている<,月極駐車場 極め芋 極め球 極め倒し かiuぬきに極

める

.irj.L訓がつかず_音がそのまま意味になった字

常摺漠等音訓表の舶こ,l訓が寄見られていな首√為字隠､かなり沢山あるOそうなった択捉､概して言えばb

訓が殆ど見つからなかったもの､訓組もう<つか奮っても､義にふれた掴悪どをこ安定した訓が無かったものー

同訓異字を避けるた鋸こ敢えて揺らなかっも幻と､ほぼ三二〇になるO或る字になぜ訓が落ち着かなかった

かを考えることを急､FJ本譜史gJl間置として天変大事なことだし､大tJ艦 興味¢)あることなvT)だ執 筆者▲

まだ考えがそこに枚jL:でいない.ーとi:)あIiす､表に訓が入-.,ていないことtJ.1,.･lY･景た.なる潮,rlll=に _~小 Ii∴ 在

にがしかの理由を推測的に述べておくO

Ⅲ 異字同訓を避けて遠慮した 義 憤 もるjを守に譲る 素 rもと書を養 う克 郎義に譲る

(L2)儒教概念の直輸入で理解したから固定訓が要らなかった 仁 空義 争忠 や孝 凋 Jの常

闇 それに当たる言葉も概念も無かった 胃 ｡腸 中節 i腎など巌署名 俳 ･塔 一稿 曲航など

潮 幾つか訓扱有ったが定着しなかった 愛 いとLoかなし℡おし｡おしむ ,uとおしむ ｡めづ

(5)その訓が古語めいてきた 司 つかさ 抗 あらがう 膏 がえんずる 諾 うぺなう

(6)その訓の意味が現代語から少しずれてきた 象 かたち 祖 おや 践 ふむ 漸 ようやく

以下､いくつかの字を取り上げて､その字に於て扱者が意味である所以を考えるo

天 訓 ｢あめ｣は雨のものとなり､上空の天より深い意味が【天=テン]に固定したO (運を天に任せる)

点 点 ｡線 ｡面の意味が幾何学で近代化された｡に の点で｣など言う抽象的意味と憶数｣の数学的役割

を受け持つ訓は無い｡

役 役人 ･役所 ･役場が律令の官僚制度で､早い時期に社会の上位に安定した｡

核 長い間造語性乏しく過ごしたが､現代物理学の原子核以後､世界の最重要概念となり､訓無しのr核｣

が時を得ることになった｡

愛 上述(4)の通り定着訓を得ぬまま近代に及び､ヘレニズム思想とキリスト教によって精神界の最重要

概念となり､昔が意味に固定したo

感 五官と心による外界への反応を抽象していう和語が無かったと見えて､早くから､それを｢感かんじる｣

と言うことになったものと思う｡

察 以心伝心で他人の心を知ることをル る日わかる｣以上の憫察は 受け入れ､｢察する｣で日常化したO

発 古事記 r天地初発之時)の読み方から学者を困らせた｡｢おこるj鳩 こすHひらく｣は有力でも､現に

訓にはならなかった｡結局 ｢ハッするJが一番わかりやすい0
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